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学びを創り続ける子どもの育成 

（第 2 年次） 

～学びを創り続ける授業における教師の役割～ 

はじめに 

 本校では、学校教育目標「ひとりで考え ひとと考え 最後までやりぬく子」として 50 年以上続い

てきた上記のような教育観のもと、急激な情報化の進展や国際化、価値観の多様化といった変化の激

しい社会の中、一人ひとりが豊かな未来を創造するために必要な力を育成することをめざしている。

教師は、そのために個の活動のみ支援・指導するのではなく、学校の中の集団の構成員との共同によ

る学びが豊かなものとなる場面を創りだしていかなければならない。さらに、その場面の担い手は教

師ではなく、意欲的、主体的な子どもの姿から生み出されるものでなければならないと考え、昨年度

から「学びを創り続ける子どもの育成」を主題とする実践研究に取り組んできた。 

昨年度は、副題を「学びを創り続ける授業のあり方」とし、学びを創り続ける子どもとは、どのよ

うな子どもの姿であるのか、またそのような子どもが育つ授業とは、どのような授業であるのかを明

らかにしてきた。しかし、子どもの学びを見取る視点も含め、子どもが学びを創り続ける授業におけ

る教師の役割が明確ではなかったという課題も見出した。 
本年度は、3 年計画の中間発表の年として位置づけ、第 1 年次に確立させた授業モデルについて、

特に教師の役割に焦点を当て、学び続ける子どもの授業における教師の具体的な手立てを明らかにし

ていく。そこで、本年度の研究主題及び副題を、次のように設定した。 
  

 

 

 本論では、本校のめざす「学びを創り続ける子ども像」とその授業のあり方はどのようなものなの

か、また、その授業づくりにおける教師の役割とはどのようなものなのかについて、以下に述べる。 

 
1.学びを創り続ける子どもについて 

子どもが学ぶ対象は、自然や社会、文化など各教科・領域によっても様々である。いずれの対象に

せよ、「楽しそうだな。」、「素敵だな。」、「不思議だな。」といった対象との出合いから、「もっとやって

みたいな。」、「できるようになりたいな。」、「分かるようになりたいな。」といった次の活動を引き出す

思いやねがいをもつことができるような出合いの場を大切にする。そして、対象と出合い、自ら関わ

ろうとする思いは、「○○○をはっきりさせよう。」や、「□□□の技のコツは何があるのだろう。」と

いう自らの問題となる。学ぶ目的や目標は、教師から一方的に提示されるのではなく、子どもが自ら

の問題として見出していく。そしてその問題を、これまでに身につけた力を使って解決すること、こ

の一連の過程が学びを創ることである。よって、本校では「学びを創り続ける子ども」を「自らが学

ぶ対象に関わり、問題を見つけ、問題を解決するという一連の問題解決の過程を、自らが連続発展さ

せていく子ども」と定義した。さらに、本校の教育観と子どもの実態から、各発達の段階でめざす子

どもの姿として次の表のように想定している。 

 

学びを創り続ける子どもの育成 

～学びを創り続ける授業における教師の役割～ 



2 
 

表 1-1 各発達の段階で想定する「学びを創り続ける子ども」 

低学年 

学ぶ対象と繰り返し関わる中で気持ちを高め、自らのめあてをもち、活動の

中で気づいたり、友だちと一緒に活動したりすることの喜びを感じ、次への新

たな思いや願いをもつ子ども 

中学年 

学ぶ対象との関わりの中で対象のおもしろさを感じ取りながら、自らのめあ

てに向かって、友だちの考えと合わせたり比べたりして活動することに達成感

を感じ、次への活動の意欲をもつ子ども 

高学年 

学ぶ対象との関わりの中でこれまでの学びを活かしながら、解決への見通し

をもって、友だちとともに新たなものを創ることで自他のよさを感じ、よりよ

いあり方を探る子ども 

 
2.学びを創り続ける授業モデル 

「学びを創り続ける子ども」を育成する授業モデルは、次の 3つの特徴をもつ。第 1 に、学びの過

程が、一連の問題解決の流れとなることである。第 2に、一連となる学びのそれぞれの過程において、

子ども自身が学ぶ対象に働きかける姿が現れることである。第 3 に、教師は学びの対象を教科等の枠

を超えた横断的・総合的なものであるととらえ、学びを創り続ける子どもは、各教科等で獲得した知

識・技能などの学びを想起・活用し、新たな学びを獲得することである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 子どもが学びを創り続ける授業モデル 

 

（1）一連となる学びの過程 

第 1 の特徴は、学びの過程が一連の問題解決の流れとなっていることである。学ぶ対象と出合い（過

程①「学ぶ対象との出合い」）、自らの問題を見出した子どもは、解決への見通しをもって解決活動を

行う（過程②「解決への見通し 解決活動」）。そして自らの学びをふりかえることで、新たな問題に

出合っていく（過程③「学びのふりかえり」から過程①「学ぶ対象との出合い」へ）。 

  
 
 

特徴 3 

相互に関連づく学びの様相 

特徴 2 

学ぶ対象に関わる姿 

特徴 1 

一連となる学びの過程 

 
教科の枠組みにとらわれない 
経験・知識・技能の想起 

 

 
教科の枠組みにとらわれない 

知識・技能の獲得 
 

教科の枠組みにとらわれない 
知識・技能の活用 

過程② 

解決への見通し 
解決活動 

過程③ 

学びの 
ふりかえり 

過程① 

学ぶ対象との 
出合い 

h  新たな問題を発見する 
g  学ぶ楽しさに気づく 
f  成長を実感する 

e  解決する 
d  試行錯誤する 
c  自らの問題とする 
 
b  働きかける 
a  出合う 
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（2）学ぶ対象に関わる姿 

第 2 の特徴は、学びを推し進める動機が教師側ではなく、子ども側にあることである。学びを創り

続ける子どもの姿は、「やってみたい。」、「もっと知りたい。」、「やり遂げられてうれしい。」といった

具体的な姿で現れる。教科・領域で出合う様々な学びの対象、自らの成長の実感、更なる成長への期

待などから湧き立つこれらの姿が、学びを創る過程を連続発展させる推進力となる。 

（3）相互に関連づく学びの様相 

第 3 の特徴が示すことは、学ぶ対象が教科等の枠を超えた横断的・総合的なものであり、それゆえ、

各教科等で獲得した学びを相互に関連づけながら解決するということである。学ぶ対象と出合ったと

きにも、教科の枠組みにとらわれることなく、これまでに獲得した学びが様々に想起される。そして

問題を解決するためにふさわしい知識・技能などを活用し、活用しながら新たな学びを獲得していく

のである。 
 
3.学びを創り続ける授業での教師の役割 

（1）学びを創り続ける姿を見取る 

 実践研究に取り組む中で、「学びを創り続ける子ども像」を想定している以上、実際の授業場面での

学びを創り続ける子どもの姿を見取ることは、研究を進めるうえで不可欠である。本校でめざしてい

る子どもの姿は、一連の問題解決の過程を、自らが連続発展させていく姿である。よって、子ども自

らが、主体的に学びを創っていくことに意義がある。学びを創り続ける姿は、授業の中では、「やらな

ければならない。」という強迫観念や、「やらないとまずいことになる。」といった不安に駆り立てられ

るような心理状態で学習を進めていく姿ではなく、我を忘れて活動に集中するぐらい、没頭している

心理状態で学習を進めていく姿として現れると考える。例えば、子どもたちが問題解決に向けての課

題に対して、黙々と取り組むだけではなく、積極的に発言したり、身を乗り出して話を聞こうとした

りするような姿である。本校では、このような姿を「没頭する」姿と定義し、「学びを創り続ける」姿

の一視点として見取っていくことにした。 
 教師は、その見取りを自己決定感に繋がる授業展開や授業構成に活かしていく。したがって、「学び

を創り続ける」姿の一側面である「没頭する」姿を見取ることが、学びを創り続ける授業づくりにお

ける、教師の役割の一つであると考える。 
 ①「学びを創り続ける」姿 

「没頭する」姿は、「学びを創り続ける」姿の一側面であるがゆえに、その姿は、一連の問題解決

の過程を、連続発展させていく姿の中に現れる。これは、授業モデルの特徴 1（一連となる学びの

過程）の中で、特徴 2（学ぶ対象に関わる姿）の姿として現れる。さらに、各発達の段階に分けて、

めざす子どもの姿を想定しているので、その姿についても低学年・中学年・高学年に分けて考える

と、学びを創り続ける授業での各発達の段階における子どもの姿は表 1-2 のように想定される。 

この姿は、教師にとっては、子どもが自らの学びを創り続ける意味を感じ、自らが学びを創り続

ける意欲をもてるような場を設定するためのものであり、子どもにとっては、自らの学びや成長を

自己評価するためのものである。よって、学びを創り続ける姿を教師と子どもが共に確認する手が

かりになるものである。 
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表 1-2 学びを創り続ける授業での各発達の段階における子どもの姿 

 低学年 中学年 高学年 

 

過程③ 

・対象への気づきや友だち

と共に活動することの喜

びを感じる。 

・新たな願いをもつ。 

・友だちと問題解決活動す

ることに達成感を感じ

る。 

・次の活動の意欲をもつ。 

・友だちと新たなものを創

ることで自他のよさを感

じる。 

・よりよいあり方を探る。 

過程② ・考えたことを試す。 

・見つけたことや感じたこ

とを友だちに伝える。 

・友だちの考えと合わせた

り、比べたりしながら対

象に関わる。 

・解決への見通しをもつ。 

・よりよい考え方を創り出

す。 

過程① ・対象に繰り返し関わる。 

・自らのめあてをもつ。 

・対象のおもしろさを感じ

取る。 

・今までの学びと関連づけ

ながら対象に関わる。 

 
②「没頭する」姿を見取る 
「学びを創り続ける子ども」を定義するときに、｢自らが｣という言葉が文頭にくる。これは、子

どもが意欲的、主体的に学んでいくことを前提としている。よって、教師は子どもの学びを創り続

ける姿が、「学びたい。」「伝えたい。」「つくりたい。」「知りたい。」というような意欲的な姿として

表れているかを見取る必要がある。そして、教師はその見取りを、子どもとのコミュニケーション

の中で、子どもの思いやねがいを紡いでいく授業の展開をねらいとする方向性へと導くために活か

していく。 
チクセントミハイは、人が行為に没頭しているときに感じる包括的な感覚を「フロー」(flow)と
名づけている(1)。自らが意欲的に「学びを創り続ける」姿とは、このフローを伴いながら、我を忘

れるぐらい集中して活動に取り組むような意欲的な姿、いわゆる、本校で定義した「没頭する」姿

として現れる。その姿は、表 1-2 における学びを創り続ける姿の中で、表 1-3 の具体的な姿として

現れると考える。 
 (1) チクセントミハイ.M著(今村浩明訳)『フロー体験喜びの現象学』世界思想社、1996年 

 表 1-3 「没頭する」姿の視点とその具体的な姿 

視

点 
態 度 発 言 友だちとの関わり 変 容 

具

体

的

な

姿 

・黙々と取り組む。 
・身を乗り出して聞く。 
・大きな声になる。 
・課題を見出す。 
・今までの学びを活用

する。 
・休み時間や家庭での

時間を問題解決の時

間に費やす。 

・やってみたい。 
・分かるようになり

たい。 
・この場合は、どう

だろう。 
・やって、よかった。 
・次は～に挑戦した

い。 

・友だちと相談した

い。 
・友だちのよさを見つ

けたい。 
・伝えたい。聞きたい。 
・一緒にやりたい。 
・みんなで考えてほし

い。 

・工夫をこらしてい

る。 
・よりよいものを創っ

ている。 
・よりよい考え、方法

を見つけている。 
・できるようになる。 
・普段の生活の中と結

びつけている。 
「没頭する」姿は、「学びを創り続ける」姿の一側面であるので、単に一場面での意欲的な姿だけ

を見取るのではなく、一連となる学びの過程の中で見取る必要がある。よって、その視点は「態度」
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や「発言」だけでなく、「友だちとの関わり」や「変容」も踏まえたものとなる。さらに、その具体

的な姿は多様にあり、ここに挙げたものは、一例である。教師は、この「没頭する」姿を常に意識

し、各教科・領域の特質に合わせて、学びを創り続ける授業づくりに活かしていく。 
  図画工作科では、自分の思いやねがいを表現しようと挑み続けることを「こだわり」と定義し、

この「こだわり」をもって活動に取り組んでいるかどうかを見取ることで、「没頭する」姿を見取っ

ている。その見取りの手立ての一つに授業中のコミュニケーションがある。授業では、子どもの作

品と活動に取り組む姿で、「こだわり」をもって活動に取り組んでいるかどうかを見取る。そして、

教師と子どものコミュニケーション（両者間での直接的な会話）によって、その見取りをより確実

にしたいと考えている。例えば、見通しやイメージがもてていないだけなのか、「こだわり」をもっ

て活動をする上で困難な課題に取り組もうとしているのかを教師と子どものコミュニケーションに

よって見極めようとするものである。単に意欲的に活動していても、「こだわり」をもっていなけれ

ば、本校の図画工作科でめざす「没頭する」姿ではなく、活動が滞っていたとしても、「こだわり」

をもっていれば図画工作科でめざす「没頭する」姿となる。 
 

（2）学びを創り続ける授業づくり 

教師は、学びを創る過程で、子どもが自らねがいをもつ最初の段階から没頭して取り組んでいく授

業の工夫をする必要がある。また、たとえ嫌々取り組んでいる心理状態から始めたとしても、学習に

没頭し取り組んでいく心理状態に切り替わる授業の工夫をする必要がある。授業モデルの特徴 2 にお

いて子ども自らが主体的に学ぶ姿を想定し、そこに至る授業の中での教師の手立てを以下の項目に挙

げる。 
①自己決定感のある授業 

 「没頭する」といった自律的な学習態度は、「させる―させられる」というような他律的な学習環

境の中では表れにくい。学ぶ内容を「自分で決めた。」という感覚(自己決定感)が学習への意欲を高
め、「自ら学びを創り続ける」態度を支える。よって、授業は子どもの言動中心に進んでいくもので

あり、教師は、子どもの思いやねがいを紡ぐ授業展開となるよう子どもとのコミュニケーションの

中で、ねらいとする方向性へと導かなければならない。さらに、その授業展開の中には、子ども自

身の自己決定を促す機会を設定することが肝要である。しかし、単に自分のしたいことを決めさせ

ればよいということではなく、子ども自らが学ぶ意義や価値を感じ、子ども自らの意志で創造して

いけるような教育環境を整備することが教師の役割である。 
社会科では、自分のしたいことや思いを表すために、座席表を

取り上げ、それを基に次の授業構成をしている。そうすることで、

自己決定感のある授業づくりをめざしている。 
体育科では、めあてに沿って、自ら課題設定をすることで自己

決定感のある授業づくりをめざしている。そのために、タブレッ

ト端末を通して自分の動きを客観的に捉えること(図 1-2)や、課題
設定のための視点を子どもの気づきから整理すること、友だちと

の学び合い活動から自分の課題を明確にすることなどから、自ら 
課題を設定することにアプローチしている。 

 

図 1-2 自らの動きを捉える姿 
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②適度な困難度に挑戦できる授業 

自己決定感による意欲の高まりが「自ら学びを創り続ける」ことを支えるが、その問題解決への

過程が自己能力による解決を遥かに上回る困難度なら、意欲は削がれ、問題解決に至ったとしても

「しなければいけない。」という他律的な学習態度になると思われる。没頭しているときに感じるフ

ローは、ある程度の挑戦感を感じつつ、自分自身がそれに対処する力をもっていると思っている場

合に体験される。問題解決の過程の中でも、今までの学びにより、解決可能な適度な困難度を伴っ

ていると、フローを抱いた「没頭する」姿として現れると考える。教師側は、子ども一人ひとりに

問題解決の過程があることや、その子どもの実態や過程によって困難度がそれぞれ違うことを把握

しながら、授業の中でのコミュニケーションや授業構成を考えなければならない。 
国語科では、今までの「書くこと」における「学びの蓄積」を視覚化

して、明確にすることで、今後の学びの中で「書くこと」における困難

な課題に対しても、今までの学びを基に取り組むことができると考えて

いる。 
音楽科では、子どもの自らの生活経験に問いかけることのできる郷土

の伝統音楽を教材とすることで、新たな課題に出合ったときに、自ら問

題解決の糸口を見出し、活動を推し進めていくことができる授業づくり

をめざしている。 
③相互に関連づく学びを活かした単元構成 

  子ども自らがもつ思いやねがいは、授業モデルの特徴 3 に示すように、教科等の枠を超えて横断

的・総合的に存在する。よって、教師は子どもの学びが教科等の枠を超え、どのように関連してい

るか理解し、子どもの思いやねがいに沿った活動がうまく展開していけるような単元構成を図って

いくことが必要である。 
理科では、教科のねらいが子どもの思いやねがいに沿うように、「つくってみたい。」「できたら便

利だ。」と思えるようなものづくりの活動を単元の中心に据えて、単元を構成している。子どもの意

欲的なものづくりの活動が進むにつれ、科学的なしくみそのものを明らかにしていく問題解決とそ

のしくみを利用した発展的なものづくりの活動に繋がることがねらいである。 
道徳では、道徳の時間と学級活動の時間と関連を図り授業を構成している。道徳の時間での学び

が学級活動の中で実践され、学級活動での新たな学びが道徳の時間での学びに繋がっていくように、

道徳の時間と学級活動の循環の中で道徳的実践力が高まることをねらいとしている。 
このような、学びの関連性を意識した単元構成を図ることは、子どもが自ら学ぶ意味を理解し、

その学びをどう活かすかという見通しをもつことになる。要するに、自身の学びが、自身の思いや

ねがいに直結していることを理解することになり、延いては「没頭し」て学ぶ姿に繋がると考える。 
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図 1-3 「学びの蓄積」を活かす姿 


